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１．はじめに 

姫路の市街地は姫路城天守の聳える姫山を中心に広が

っているが、明治の廃藩置県後武家屋敷の多くが撤去さ

れ、軍の施設が建設されたことや、第二次世界大戦の空

襲で町中が焼失したため、城下町の雰囲気を伝える所が

ほとんどない。先行研究の事例として江戸城は昭和女子

大学とNHK映像デザイン部らにより残された図面をも

とに高精細CGで復元 1)されたが、姫路城および姫路城

城下町はCGによる復元は行われていない。本研究の目

的は、城下町の武家屋敷、組屋敷、町屋を対象に部分的

な史料をもとによる復元CGの作成を行うことである。

しかし、姫路城城下町の武家屋敷や町屋といった建物の

平面図も一部しか残されておらず史料が不完全な状態で

ある。また、平面図が残されていても建物高さや軒高、

外観といった情報が残されていない。今研究では、武家

屋敷は城下町の敷地を７パターンに身分ごとに分類し、

それぞれの身分ごとの基本となる武家屋敷のモデルを残

された史料から作成する。史料に記されていない箇所は

平面図の情報を軸に姫路藩以外の現存する武家屋敷から

高さや軒高といった高さ情報や外観などを決定した。ま

た、町屋は兵庫県立歴史博物館に保有されているたつの

市の町屋の模型を基に基本モデルを作成した。作成した

それぞれの基本モデルを姫路城城下町に配置していき城

下町の復元を行った。 

２．城下町の敷地の決定 

姫路市史編集専門委員会および姫路市城郭研究室

が保有している文献 2）3）を基に、姫路藩の武家屋敷

の配置を上級武家屋敷（上、中、下）、中級武家屋敷

（上、中、下）、組屋敷と分類し、姫路城城下町の敷

地の決定を行った。図 1をもとに、作成した武家屋

敷の基本モデルをそれぞれの敷地に合うように配置

を行う。 
 

３．武家屋敷、組屋敷、町屋のモデル作成 

3.1 上級武家屋敷（上）の基本モデルの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 武家屋敷 配置図 

上級武家屋敷（上）の基本モデルを作成するにあ

たり、高須隼人邸平面図 4)を参考に作成を行った。屋

根は瓦屋根の切妻造りであり屋根勾配は 3/10と設定

した。軒先は 600mm、軒高を 3,500mmと設定し、間口

は 32,510mm、奥行きは 3,700mmと設定した。また、

屋敷の構造は身舎と庇構造となる。身舎の軒高 

4,500mm、軒先は 600mmと設定した。身舎のまわりを

囲う庇の軒高は 3,000mm、軒先は 600mm と設定した。

間口や奥行きの寸法は高瀬隼人邸平面図 4)に記載さ

れている柱間から寸法を推測している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 高須隼人邸復元モデル 

部分的な史料を用いた姫路城城下町の復元 CG 
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3.2 上級武家屋敷（中）の基本モデルの作成 

上級武家屋敷（中）を作成するにあたり、熊谷家 

屋敷絵図解読図（嘉永元年改め絵図）5)を参考に武家

屋敷を作成した。 

しかし、上級武家屋敷の外観や高さを記す史料が

ほとんどなかったため、たつの市武家屋敷資料館の

外観や高さ情報を参考に高さ 5.8ｍ，軒高 2.8m，と

し屋根勾配は 4/10で上級武家屋敷の基本モデルを作 

成した。ただし、屋根は入母屋屋根で作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 熊谷家復元モデル 

3.3 上級武家屋敷（下）中級武家屋敷（上）の基本

モデルの作成 

 上級武家屋敷（下）中級武家屋敷（上）を作成す

るにあたり、武家屋敷標準平面図二印、三印の１6)

およびたつの市武家屋敷資料館を基本モデルとし作

成した。 

3.3.1 武家屋敷 二印 

二印平面図を用いた復元モデル作成にあたり、二

印平面図を参考に屋敷の間口を 5,450m(玄関)、

10,610mm(座敷)とし、奥行きを 8,190m(玄関 2,410mm、

廊下 1760mm、座敷 4,020mm)と設定した。屋根は瓦屋

根の切妻造りで屋根勾配は 3/10、軒先は 600mm、軒

高は 2,800mmと設定している。軒先、軒高の寸法は、

たつの市武家屋敷資料館の寸法と一致する。 
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図 4 二印復元モデル 

3.3.2 武家屋敷 三印の１ 

三印の１平面図を用いた復元モデル作成にあたり、

屋敷の間口を 4,930m(玄関)、10,660mm(座敷)とし、

奥行きを 7,720m(玄関 2,460mm、廊下 1780mm、座敷

3,340mm)と設定した。また、屋根の構造や軒先や軒

高の寸法は二印、三印の１で共通とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 三印の１復元モデル 

3.3.3 たつの市武家屋敷資料館 

たつの市武家屋敷資料館の平面図 7)を参考に敷地

の決定を行い、たつの市武家屋敷資料館の外観から

壁や屋根の高さ、形を参考にして基本的なモデルの

作成を行う。たつの市武家屋敷資料館に足を運び、

実際に高さや外観を調べ、その情報をもとに基本モ

デルの修正を行い、中級武家屋敷を作成した。幅 7.3

ｍ，奥行き 11.65ｍ，高さ 3.78ｍ，軒高 2.45ｍ，軒

先 0.15ｍ，屋根勾配 4/10 とし切妻屋根で作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 たつの市武家屋敷資料館復元モデル 

3.4 中級武家屋敷（中、下）の基本モデルの作成 

中級武家屋敷（中、下）を作成するにあたり、旧

竹久家、旧岩澤家、旧但馬家下級武家屋敷、山中家

の平面図を参考に基本モデルの作成を行った。中級

武家屋敷（中、下）における各屋敷の寸法は姫路市

史 8)記載されている情報から設定しているが、軒高や

軒先、屋根勾配の寸法はすべてのモデルで統一して

いる。 
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高さ情報の参考となる史料がなかったため、たつ

の市武家屋敷資料館の寸法を基に、軒高を 2,800mm、

軒先を 600mm と設定した。屋根は茅葺屋根の入母屋

造りであるため、屋根勾配を 4/10と設定した。 

3.4.1 モデル① 

 旧竹久家の復元モデルは姫路市史 p.466に記載さ

れている旧竹久家復元平面図 8)を基に作成した。平面

図の寸法に関しては、間口を 6,685mm、奥行を 8,595mm

と設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 モデル①復元モデル 

3.4.2 モデル② 

旧岩澤家の復元モデルは、姫路市史 p.469に記載さ

れている旧岩澤家復元平面図 8)を基に作成した。平面

図の寸法に関しては、間口を 8,595mm、奥行を 6,685mm

と設定した。 

3.4.3 モデル③ 

旧岩澤家の復元モデルは、千葉県佐倉市に現存する

旧但馬家下級武家屋敷平面図 9)を基に作成した。平面

図の寸法に関しては、間口を 8,595mm、奥行を 9,550mm

と設定した 

3.4.4 モデル④ 

山中家の復元モデルは、姫路市史 p.465に記載され

ている山中家主屋復元平面図 8)基に作成した。平面図

の寸法に関しては、間口を 8,595mm、奥行を 7,640mm

と設定した。 

3.5 組屋敷の基本モデルの作成 

 長府藩侍屋敷長屋を参考に姫路城城下町の組屋敷

を作成した。組屋敷の作成にあたり参考となる史料

がなかったため寸法は長府藩組屋敷長屋から推測し

た。寸法は、幅 13m，奥行き 6ｍ，高さ 4.4ｍ，軒高

2.2ｍ，軒先 0.2ｍ，屋根勾配 5/10とし、屋根は入母

屋屋根で作成した（図 8）。また、建物の周囲は城下

町を配置する際、植栽で囲った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 組屋敷復元モデル 

3.6 町屋の基本モデルの作成 

町屋のモデル作成において、兵庫県立歴史博物館

に保有されているたつの市の町屋の模型を参考に図

8の町屋の基本モデルを作成した。町屋の高さは基本

モデルをもとに作成し、高さを 7、8、9mの 3種類を

想定し、ランダムに配置した。方法はエクセルで乱

数を作成し順に高さを設定した。また、町屋の基本

モデルの寸法を図 9に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 町屋復元モデル 

４．城下町への基本モデルの配置 

4.1 武家屋敷の配置の決定 

図 2の武家屋敷をレイヤー分けした図をもとに作

成したデータに、作成した武家屋敷の基本モデルを

それぞれの敷地に合うように配置を行う。敷地の大

きさによって基本モデルが敷地に収まらない箇所が

あったためその部分に関しては、基本モデルを一部

修正し配置を行った。また、武家屋敷の門の向きは

姫路侍屋敷図 10)に描かれている名前の向きをもとに

決定した。また、各敷地へモデルを配置する場合、

縁側の位置する方角の庭の面積が広くなるように配

置し、道路側のセットバックの距離は一定にならな

いように屋敷をランダムに配置した。 
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4.2 町屋の配置の決定 

町屋の配置はそれぞれの土地の幅に合わせて、隣

の町屋と接するくらいの間隔で配置した。また、土

地の大きさに関しては姫路市史第十四巻別編姫路城

姫路城の歴史 11)、姫路市土地宝典 12)の史料も参考に

土地を配置した。 

基本モデルから土地の配置図の幅に合わせて建物

の大きさを調整した。条件を以下に示す。 

（ⅰ）6m以上の土地の場合：土地の東側に基本モデ

ルを配置し土地の幅いっぱいに町屋を配置。 

（ⅱ）6m以下の土地の場合：東西方向ならば東側に

隣接する土地と結合し、（ⅰ）と同様に町屋を配置。

南北方向ならば北側に隣接する土地と結合し、同様

に町屋を配置。（それぞれ隣接する土地がない場合は

西側、南側と結合） 

５．おわりに 

 現在、姫路城城下町には、江戸時代の武家屋敷や

町屋といった建物が残されていない。そこで本研究

では、姫路城城下町の江戸時代の町並みを CG によ

り復元することを目的とした。本節では、姫路城城

下町の武家屋敷と町屋を作成するにあたり、それぞ

れの身分ごとに分類分けした基本モデルを作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10 姫路城城下町配置図 

基本モデルを作成する際、平面図や城下町の敷地

といた平面方向の情報は、史料として残されていた

が、高さ情報や外観といったものはほとんど残され

ていなかった。そこで本研究では、姫路藩以外の現

存する武家屋敷や町屋から高さ情報や外観を参考に

姫路城城下町の町並みの復元を行った。 

今研究では、姫路藩以外の武家屋敷や町屋を参考

にしたため一部史料と異なる箇所が見受けられた。

今後の課題としては、それらの史料と食い違う箇所

を修正し、より高精細でかつ正確な復元 CG を作成

することである。 
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